
山田小スマイルフォーラム
（学校教育説明会）

２０２１年 ５月２５日（火）16:00～
５月３０日（月）16:00



説明会の内容

（１）学校あいさつ・中期学校経営方針について

（２）GIGAスクール・ICT活用について

（３）山田小学校児童指導について

（４）創立５０周年記念行事等について

（５）学力向上アクションプラン（紙面のみ）

（６）豊かな心の育成プラン（紙面のみ）

（７）体育・健康プラン（紙面のみ）

（８）感染症拡大防止の取り組みについて（紙面のみ）

（９）いじめ防止について（紙面のみ）

（１０）防災・防犯について（紙面のみ）



学校あいさつ
～令和3年度山田小グランドデザイン～

学校図書館ボランティア「ママポケット」の方々が
季節に応じた掲示を工夫してくださいました。
子どもたちも大喜びです。 （5/18）

交通安全教室（1年・4年 5/18）都筑区交通
安全協会・警察署・安全母の会・区役所の
方々が、車の死角や巻き込み、歩き方、自転
車の乗り方指導をしてくださいました。

登下校の時間に合わせて、地域の
見守り隊の方々が、通学に出て、
道路歩行や横断のポートをしてく
ださいます。感謝の気持ちを込め
てあいさつできるとよいですね。

今年度から栽培
委員会となりま
した。「花を
いっぱい」の学
校になるといい
ですね。



1 チーム学年経営
（教科分担制）

３ 50周年に関わる
教育活動の充実

２ ICT教育の推進

R2年度 3年 社会
（消防署の出前授業）

R2年度 １年 5・6組
「1年生を迎える会」
（ZOOMを用いた交流）

山田小 創立15周年・航空写真



GIGAスクール・ICT活用について

●ICTを活用した授業
タブレット端末の配付（一人一台）
一人一アカウントの配付
Gsuiteやロイロノート・スクール（クラウドサービス）の活用

●ICTを用いた配信（山田小ホームページでマニュアル等を掲載）
個人面談（Zoom） ・・・保護者
運動会、学級風景動画（YouTube）・・・子どもたちの学校・学級での様子

●ICT環境整備
オンライン３種の神器の整備（端末、アカウント、Wi－Fi環境）
校内LANの整備による高速化

●研修（ICTを活用した授業、情報モラル等）



児童指導部

山田小の子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、児
童や保護者との教育相談を行ったり、カウンセラーとの教育
相談の連絡窓口になったりします。

また、特別支援コーディネーターとして、学習支援をは
じめ、支援が必要な場合に、担任や保護者・関係機関と連携
するためのコーディネートを行っています。

小さなことでも、気になる
ことがあればいつでも声を
かけてください！



いじめ防止の取組について

「未然防止」を目指した学校体制
～いじめが起きにくい学校風土・学級風土～

・いじめ解決のための生活アンケート
・Y-Pアセスメント
・子どもの社会的スキル横浜プログラム
・授業づくり



いじめ防止の取組について

いじめの「早期発見」

・いじめ解決のための生活アンケート→教育相談
・日頃の観察
→授業中、休み時間、清掃時間、給食、出欠席、
表情など

・保護者の方からの情報
・他の職員との情報共有



いじめ防止の取組について

実態把握を活かす学校組織

いじめ防止基本方針に基づき組織で対応

山田小HPに掲載

いじめ防止対策委員会

評価

対応策の
検討・決定

実践

個人や集団の
問題状況の把握

「いじめ防止対策委員会」
・毎月1回、定期的に行い未然防止・早期発見
に努める。
・必要に応じて臨時で委員会を開き、組織で対
応をする



創立５０周年記念行事等

●テーマ

「スーパースマイルレインボー山田の子」

記念写真を撮影したり、学習を生かして記念誌や動画等つくる
予定です。

皆さまにお楽しみいただけるように楽しい企画を考えています。

進捗状況は学校便りでその都度お知らせしますので、ご覧くださ
い。



横浜市立山田小学校   令和３年度 学力向上アクションプラン   

 

 

１ 中期学校経営方針 

（１）学校教育目標と教育課程全体で育成を目指す資質・能力 
 

 
 
 
 

（２）中期取組目標 

 

 

 

 

 

（３）学力向上に向けた重点取組分野・具体的取組 

重点取組分野 具 体 的 取 組 

生きて はたらく知 
①対話的に学習が行えるよう授業をデザインし、学び合うことで課題を解決していけるよう

にしていく。②どの教科においても ICT機器を効果的に使用し、児童の学びの一助としてい

く。③自分の思いをもつための時間を保障し、そのことを示す、話す、書く、描くなどの表

現活動を大切にしていく。 担当 重点研推進委 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校教育目標  教育課程全体で育成を目指す資質・能力 

自分がすき 友だちがすき まちがすき 進んで学ぶ 
山田の子 

・自ら考え行動し課題を解決する力 
・交流し協働できる力（友だちや地域） 

中 期 取 組 目 標 
○学校教育目標を実現するため、笑顔にあふれ充実感のある学校づくりをめざします。 

・児童一人ひとりが、自己目標の達成を実感できる授業づくりを推進し、学力の向上を図ります。 

・児童一人ひとりが、山田小学校の一員であることを自覚できるように望ましい集団生活を営んでいきます。 

・小中一貫教育推進ブロックや家庭・地域・関係機関と連携し、信頼・協力のある学校づくりを進めていきます。 

・教職員が一丸となって連携しながら個々の力を発揮し、組織を活性化した学校運営に取り組んでいきます。 



 
２ 令和３年度 学年・教科等として育成を目指す具体的な資質・能力と具体的取組 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学年 

 疑問や驚きを友達と伝え合いなが
ら、気づきや発見を表現する場を設
定する。 

 分からないこと、詳しく知りたいこ
とを尋ねたり、気持ちを表情や態
度、言葉で表したりしながら対話で
きるように支援する。 

 自分の経験と結び付けて感想や考
えをもつように支援する。 

２学年 

 豊かな体験を通して、自分の感想や
疑問を伝えたり、友達の考えを聞い
たりする学習場面を意図的に設定す
る。観察文や日記を継続的に書くこ
とで、基本的な文章の書き方が身に
付くようにする。 

 算数では、授業の導入や文章問題を
工夫して、日常生活で学習した内容
が活用できるように支援する。  

 
 
 

個別支援学級 

 個別の教育支援計画・個別の指導計画に基づき、発達段階に応じた多様な（ICTを
含む）コミュニケーション手段を適切に活用する。 

 子どもの発達段階に応じて、各学年の取組を参考にし、適切な取組を行う。 
 子どもに応じた分かりやすい視覚支援をするなど、環境の整備を行う。 
 
 

 

 

３学年 

 国語等で調べたことを説明する文
章や記録する文章を書くなど、表現
活動を大切にする。話合いができな
い状況では紙に書いて感想などを
交流できるよう支援する。 

 文章を読んだり、書いたりするとき
には文の構成に着目して、段落を意
識することができるようにする。 

 算数では、自分の考えを順序立てて
説明し、友達の考えに補足や修正を
できるように支援する。 

５学年 

 各教科において、筋道を立てて考え
ることを大切にし、対話の機会を多
く取り入れることで伝え合う力を
高める。 

 算数では、多面的な視点でとらえな
がら、よりよい課題解決の方法を学
び、活用できるようにする。 

 自主学習に取り組み、興味を広げた
り、問題解決の方法を選んだりと主
体的に学ぶ姿勢を身に付ける。 

４学年 

 算数・理科等で説明する文章、記録・
報告する文章を書くなど、表現活動
を大切にするとともに、話合いをす
る場面を位置付ける。 

 反対の意見を出したり、相手の考え
を取り入れ自分の考えを述べたりし
ながら話し合うように支援する。 

 順序を付けたり関連付けたりして考
える学習を計画的に位置付ける。 

 
 
 
 
６学年 

 ホワイトボードやＩＣＴ機器を活用
し、協同的、対話的に課題を解決で
きるような授業をデザインする。 

 学習や生活、行事など、振り返りを
することで客観的に自分を見る習慣
を身に付ける。 

 自主学習に取り組み、自分に必要な
学びを進める方法を知る。 

 
 
 

 



横浜市立山田小学校  令和３年度 豊かな心の育成推進プラン 

       

１ 中期学校経営方針 

（１）中期取組目標 

（２）「豊かな心の育成」に向けた重点取組分野・具体的取組 

重点取組分野 具 体 的 取 組 

 
 

豊かな心 
 

①教科書を使用し、子どもの実態に合わせて道徳の授業を行う。 

②日々の授業で対話的・主体的な学びや行事などを通して、「できた」「わかった」など

の成功体験を積み、自尊感情を育てる。 

③家庭や地域と連携し、挨拶をする大切さを伝え、進んで挨拶ができるように声をかけ

る 

④人権週間を設け、授業等を通して自分や友達を大切にする心情を育てる。 

 

担当 人権福祉委 

２ 児童（生徒）の実態（「豊かな心の育成」に関わる課題） 

 

 

 

３ 「豊かな心の育成」に関する具体的取組 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

中 期 取 組 目 標 

○学校教育目標を実現するため、笑顔にあふれ充実感のある学校づくりをめざします。 
・児童一人ひとりが、自己目標の達成を実感できる授業づくりを推進し、学力の向上を図ります。 
・児童一人ひとりが、山田小学校の一員であることを自覚できるように望ましい集団生活を営んでいきます。 
・小中一貫教育推進ブロックや家庭・地域・関係機関と連携し、信頼・協力のある学校づくりを進めていき
ます。 
・教職員が一丸となって連携しながら個々の力を発揮し、組織を活性化した学校運営に取り組んでいきます。 

 【項目 道徳教育】道徳科を要とした学校の教育活動全体を通じた道徳教育 （必須項目）                                             
  
・道徳教育の要となる道徳の時間の指導を通して、子どもの道徳的見方・考え方・感じ方を多面的・多角的に広げ、自己を深く見つめ、よりよく

生きようとする道徳的実践力を身につける。 

・道徳の教科書や横浜版学習指導要領を活用し、道徳の時間の充実を図る。 

【項目 人権教育】人権尊重の精神を基盤とした教育（自尊感情の育成）                                             

・子どもの社会的スキル横浜プログラムを学級で行い、学級の友達のことを知り、安心して過ごせる学校・学級作りを行う。 

・挨拶をすることの意義を理解し、お互いに進んで挨拶ができ、挨拶があふれる温かい学校・学級風土を醸成する。 

・学校・学級でいろいろなことに取り組み、みんなでやると充実感が持てる。また、楽しいと思える経験を多くできることを目指す。 

【項目    】 

                        

                        

 

 

コロナ対策をしながら、対話的・主体的な学びを目指して、学習に取り組んでいる。そういう授業を通して自分とは違う考えをもつ人がいて、

違う意見も受け入れて話し合う素地を育てている。しかし、現状では相手の考えを理解して受け入れながら行動することができない児童がい

る。また、学校や学級のルールやマナーを理解し守って行動することが難しい児童もいる。児童のアンケート結果では、「自分を大切な人と思

えない」児童が３０％弱いる。その児童は学習内容の理解が難しく、自尊感情が高くないのではないかと考えられる。 

【項目 自分づくり教育（キャリア教育）】  

目的をもって学習に取り組みことや多様な人と関わる体験を通した自分づくり教育                                            

 ・出前授業などを活用し消防士や警察官に来校してもらい仕事について聞いたり、SDGｓの話を聞いたり、劇団の方から表現を学んだりする。 



横浜市立山田小学校  令和３年度 体育・健康プラン 

～体育・健康に関する指導の全体計画～ 

 

 

１ 中期学校経営方針 

（１）学校教育目標と教育課程全体で育成を目指す資質・能力 

（２）中期取組目標 

（３）体育・健康に関する指導の重点取組分野・具体的取組 

重点取組分野 具 体 的 取 組 

健やかな体 ①１校１実践運動のスイッチオン山田ストレッチを通して、柔軟性を高め、けがをしに

くい体をつくるとともに、体力の向上をねらう。 

②一人ひとりに多くの運動経験をもたせたり、よりよい生活習慣を築いたりできるよう
に、児童運動委員会や学校保健委員会を中心に活動に取り組む。 

担当 体育部 

２ 体育・健康に関する実態把握  

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標  教育課程全体で育成を目指す資質・能力 

自分がすき 友だちがすき まちがすき 進んで学ぶ 
山田の子 

・自ら考え行動し課題を解決する力 
・交流し協働できる力（友だちや地域） 

中 期 取 組 目 標     

○学校教育目標を実現するため、笑顔にあふれ充実感のある学校づくりをめざします。 
・一人ひとりが、自己目標の達成を実感できる授業づくりを推進し、学力の向上を図ります。 
・一人ひとりが、山田小学校の一員であることを自覚できるように望ましい集団生活を営んでいきます。 
・小中一貫教育推進ブロックや家庭・地域・関係機関と連携し、信頼・協力のある学校づくりを進めていき 
ます。 

・教職員が一丸となって連携しながら個々の力を発揮し、組織を活性化した学校運営に取り組んでいきます。 

（１）体育・健康に関する実態 
・体を動かすことが好きな児童が多く、休み時間やパワフルタイムでは校庭に出て元気に遊ぶ姿が見られ

る。体育学習にも進んで取り組めている。一方で運動時間や睡眠時間が市の平均よりも下回っているこ

とから、生活習慣を整えることや適度な運動に取り組むことが健康な生活につながることに気付けるよ

う、学級指導や保健、家庭科の学習を通して伝えていく。 

・１校１実践運動の縄跳びの取組の様子をみると、友達と協力しながら運動を楽しんでいる児童が多い。 

（２）体力の概要と要因の分析（小学校は全校配付の体力・運動能力調査分析チャートを活用） 

                          平成 30 年度と令和元年度の結果を比べると、ほ

とんどの項目で記録が伸びてきていることがわか

る。一方で長座体前屈は、市平均を大きく下回って

いる。運動経験の少なさが影響しているものと思わ

れる。また、令和２年度においては例年と比べ、運動

機会が大きく減った。運動不足によるけがの予防の

観点からも柔軟性を高めていけるよう、ストレッチ

を取り入れた「山田ストレッチ」を実施していく。 

   

 



３ 体育・健康に関する具体的取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校保健委員会では、児童の健康面での課題を

児童自身が考える時間を設け、それを解決する

ための方法を全校に発信する活動を継続的に行

うようにする。 

・道徳の学習を通して善悪を正しく判断したり、

ルールや礼儀を大切にしたりする態度を育て

る。また、自分と同じように相手を尊重する心

や態度も大切にしていく。体育科においても、

そのような態度を育てていけるよう意識して取

り組むようにする。 

 

《体育科・保健体育科での取組》 
・いろいろな運動の特性に触れながら、その楽しさ

や基本的な動きや技を指導していく。 

・子どもの運動量を確保するための授業展開の工夫

をする。 

・学習形態や学習過程を工夫するなどして、効果的

な学び合いを引き出す。 

・学習カードを活用し、自分の成長や伸びが実感、

また把握できるような手立てをとる。 

・保健学習では、養護教諭と連携し指導する。 

 

《他教科での取組》 
・給食や家庭科では、食育との関連を図る。 

・生活科、理科では、生命の尊さを指導する。 

教 科 特別活動・総合的な学習の時間 

  

・新体力テスト  ・学校保健委員会  ・手洗いタイム  ・給食週間の取組  

課外活動 

  

＜名 称＞ スイッチオン 山田ストレッチ 

 

＜ねらい＞ 年間を通じて柔軟運動に取り組みながら柔軟性を高め、けがをしにくい体をつくるとともに、 

体力の向上をねらう。 

 

＜内 容＞ ラジオ体操・椅子に座ったままできるストレッチ・タオルを使ったストレッチなど 

①テレビ放送で流し、全校で取り組む。（朝の時間、運動集会として） 

②休み時間（内遊びの５分間など）に教室でクラスごと行う。 

③ストレッチカードを活用し、回数や時間など目標を具体化してとらえられるようにする。 

 

●指 標  ①活動について事前・事後の振り返り 「事前アンケート」「満足度」 

（②生活実態調査「運動やスポーツの実施状況」「１日の運動スポーツの実施時間」から検証） 

令和３年度  山田小学校 体力向上１校１実践運動 



感染症拡大防止の取り組みについて 
 山田小学校では、様々な感染症拡大防止の取り組みを行っています。 

ノロウイルス等の感染性胃腸炎やインフルエンザ、昨今では新型コロナウイルスなどさま

ざまな感染症に対し、学校保健安全法や横浜市で定められた対応マニュアル則って、適切

に対応を行っています。 

 

１．さまざまな感染症に対して日々の生活の中でできる有効な感染対策手洗いについて  

 

 山田小学校ではこれまで学校保健委員会で「ぴかぴか手洗いでみんな元気！」というテ

ーマで手洗いの目標をクラスで定めたり、手洗いのうたの CDに合わせて正しい手洗いを

全校で共有したり、ハンカチ・つめチェックをクラスで行うなど感染症予防の手洗いに全

校で取り組んできました。 

 

２．新型コロナウイルスの感染拡大防止について 

 

 今年度も引き続き、手洗いの励行につとめています。手洗いに関する子どもたちの取り

組みの場を設けていき、より子どもたちへ手洗いの習慣や正しい手洗いの仕方の定着を図

っていきます。 

 

現在、山田小学校では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する取り組みを横浜市

から出された「ガイドライン」に応じて行っています。 

 

☆登校時：ご家庭でご記入いただいた「健康観察表」のチェック 

☆授業の合間：手洗いの時間⇒児童間での接触感染の防止 

☆手洗い場の混雑を避けるために、各クラスにハンドソープを配付 

☆児童の下校後：職員が手をふれやすい場所を消毒⇒接触感染の防止 

 

 子どもたちも協力しながら新型コロナ感染症対策を行っています。 

 

★給食の配膳：一方通行で各自が給食を取りに行く「カフェテリア方式」 

★食事中：会話は控え、残食がでないように工夫して配膳 

★給食時の机の配置：隣との間隔をあけ、全員が同じ方向を向く 

★清掃時間：「新型コロナウイルスに対する有用性を示された成分を含む家庭用洗剤」を染み込ませた布で 

つくえやいすの拭き掃除 

 



山田小スマイルフォーラム
（学校教育説明会）

ご清聴ありがとうございました。


